
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開 催 日 行 事・研 修 会

5 月 31 日（日） 2020 年度 宮臨技 定期総会

＊研修会の詳細および日臨技九州支部研修会、関連団体の

研修会等は、勉強会のお知らせをご覧ください。

新しい年度が始まり、会員の皆様も新しい生活、新し

い業務にお忙しく過ごされていることと思います。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、研修会開催が危

ぶまれる状態が続きますが、私たち臨床検査技師にとっ

てもよりよい時代となるよう当会においても、様々な事

業、研修会をできる範囲で企画・実行してまいりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

●

2020 年度宮崎県臨床検査技師会定期総会は、2020 年

5 月 31（日）に開催予定です。新型コロナウイルス感

染拡大等の状況を考慮し、今年度の定期総会では特別講

演は実施せず、総会のみの開催といたします。また、皆

様の安全を考慮し出来る限り書面表決での参加をお願

いし、発熱等症状がある方の参加はご遠慮いただきます

ようお願いいたします。大都市部では感染拡大の勢いが

増しており、宮崎でも感染者が増加しています。最悪の

場合、屋外での開催や定期総会の延期を余儀なくされる

ことも考えられます。開催形態、開催場所を変更する場

合は、決定次第ご案内いたしますので、ご了承ください。

宮臨技の事業活動、本年度当県で開催します日臨技

九州支部医学検査学会の開催、その他について皆様方

からご意見等をお聞かせいただき、皆様に納得していた

だける内容にしていくため、5 月 30（土）に開催予定

でしたが、新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、

会議を延期する事にしました。開催日程が決定次第ご案

内いたします。

2020 年 11 月 7 日（土）・8 日（日）にシーガイアコン

ベンションセンターにて開催される標記学会の一般演

題募集を開始しております。現在のところ演題の登録は

ありません。宮崎県会員の皆様のたくさんの応募をお待

ちしております。（配布済み案内参照）

＜お願い＞

新型コロナウイルス感染症の影響がいつまで続くの

か予想がつきませんが、現時点では学会開催に向けて準

備を進めていかなければなりません。一般演題の準備ど

ころではない方もいらっしゃるとは思いますが、どうぞ、

ご協力のほど宜しくお願いいたします。

3月 18 日(水）メール会議

1．報告事項（抜粋）

1）会長

＊日臨技賀詞交歓会・全国幹事会報告、第 2回九州支部

幹事会議報告、次期目標について報告

日臨技理事の推薦書類を日臨技九州支部に提出

定期総会の特別講演演者の選出を 3月中に行う

《承認》

2）事務局

＊日本医療マネジメント第13回宮崎県支部学術集会は

中止となり返金申請を行った

受領文書 56通 公文書送付 4通 《承認》

事務局報告

事務局連絡

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会
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3）会計

＊監査の日程調整必要 会長が監事の都合を確認する

《承認》

4）組織

＊延岡、児湯、小林地区の研修会報告・決算書を承認し

た 《承認》

5）学術

＊今年度の収支報告書と事業報告書、次年度企画計画書

を提出依頼中

＊第3回一般部門研修会の決算・報告書を承認

《承認》

2．審議事項

＊施設責任者会議開催について

5月30日（土）宮崎県立宮崎病院２階中会議室開催を

予定し案内の準備を行う 《承認》

＊宮臨技定期総会開催について

5月31日（日） 宮崎県立宮崎病院３階講堂開催を

予定とする

常務理事1名変更、各部門長変更については寺原副会長

が確認する 《承認》

会 期：2020 年 9月 20 日（日）・21 日（月・祝）

会 場：甲府記念日ホテル

標記学会事務局より案内がありましたので、お知らせ

いたします。この学会は多職種が集まり、多彩なテーマ

で講演やシンポジウム、一般演題の発表などが行われま

す。毎年 1000 名程度が集まりますが、参加者の 6～7 割

がコメディカルスタッフです。多くの方に参加していた

だきたいとの連絡がありました。詳細は宮臨技ホームペ

ージをご覧ください。

＜入 会＞

711480 木本 千尋 国立病院機構宮崎病院

444834 井本 達也 国立病院機構都城医療センター

722966 笠原 桃花 自宅

728907 大江 明日香 誠和会 和田病院

454096 長友 雅彦 国立病院機構宮崎病院

＜異 動＞

454006 森松 孝文 国立病院機構宮崎東病院

454090 阿波野 祥司 宮崎県立宮崎病院

454106 山口 佳織 宮崎県衛生環境研究所

454315 山本 一作 宮崎県立延岡病院

454468 持永 香菜 宮崎県立宮崎病院

704053 松浦 裕 宮崎県立日南病院

703122 岡戸 早紀 ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾃｨ東部病院

450081 石黒 隆一 自宅会員

450123 野田 重博 自宅会員

700935 柏田 奈菜 自宅会員

＜転 出＞

116780 園田 俊介 熊本県へ

431130 吉原 正保 熊本県へ

709463 横山 美佳 北海道へ

＜退 会＞

450242 浅田 乃里子 450240 大野 招伸

450276 横山 弘子 450111 多田野 祐子

454017 濱口 裕二 454105 江上 由美子

454339 伊藤 元子 454420 山下 祥子

454454 山崎 加奈恵 454503 横山 亜沙子

＊異動等により所属施設が変更になられた方で、変更登

録が未実施の方は、各自で変更登録をお願いいたしま

す。

施設連絡責任者は、施設名のみでなく部署名まで登録お

願いいたします。

また、宮臨技からの配付物等は、配付作業の簡素化と

コスト抑制のため勤務されている方は施設へ送らせて

いただきたいと思います。勤務されている方で、施設登

録がされず自宅会員で登録されている方がいらっしゃ

います。施設の登録と都道府県技師会からの郵送物送付

方法の登録を施設へ郵送でお願いいたします。施設番号

がわからない方は、事務所までお問い合わせください。

日臨技会員は日臨技会員専用サイトで会員情報の変

更や都道府県技師会の入退会ができます。

会員の動き

勉強会等のお知らせ

第 23回日本臨床脳神経外科学会

（敬称略）



求人募集
*お問い合わせは事務所まで！

募集を停止されている施設は速やかに

ご連絡ください。

●求人先：野尻中央病院

所 在 地：小林市野尻町東麓 1176

採用条件：臨床検査技師 正職員

勤務時間：平 日 8：00 ～ 17：00

土 曜 8：00 ～ 12：00

業務内容：院内検査、心電図、採血

超音波、眼底検査、MRI

そ の 他：託児所あり

●求人先：JCHO 宮崎江南病院

所 在 地：宮崎市大坪西 1－2－1

採用条件：臨床検査技師 非常勤職員 １名

雇用期間：採用日～R3 年 3 月 31 日

※1年毎の更新（原則更新あり）

勤務時間：平 日 8：30 ～ 15：30（６Ｈ）

8：00 ～ 15：00（６Ｈ）

※勤務時間は相談可

業務内容：検体検査、心電図、超音波検査ほか

※腹部超音波検査が出来る方

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照

●求人先：宮崎医療センター病院

所 在 地：宮崎市高松町 2 番 16 号

採用条件：臨床検査技師 正社員 1 名

勤務時間： 8：30 ～ 17：00

業務内容：超音波検査、心電図他

問合せ先：TEL 0985-26-2170 担当 矢房

●求人先：野村循環器内科クリニック

所 在 地：宮崎市恒久 5942－1

採用条件：臨床検査技師 パート職員 1 名

勤務時間：月水金 9：00 ～ 17：00

火木土 9：00 ～ 12：00

業務内容：心臓超音波、院内検査、心電図、採血

そ の 他：勤務形態相談可能

問合せ先：℡ 0985‐52‐7171 担当 茂木

●求人先：宮崎大学医学部附属病院 検査部

所 在 地：宮崎市清武町木原 5200

採用条件：臨床検査技師 パート職員 １名

勤務時間：平 日 9：00 ～ 15：30（６Ｈ）

業務内容：血液、尿一般、生化学検査のいずれか

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照
●求人先：都城市郡医師会病院

所 在 地：都城市太郎坊町１３６４－１

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名

R2 年 4 月 1 日～R3 年 3 月 31 日

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：00

土 曜 8：30 ～ 12：30

業務内容：検査業務全般

連 絡 先：庶務課 ℡：0986－36－8300

●求人先：宮崎県立宮崎病院

所 在 地：宮崎市北高松町 5－30

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 ２名

R2.4.1～R3.3.31（更新の可能性あり）

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15

業務内容：①検査業務全般

②外注検査関連業務

問合せ先：℡ 0985‐24‐4181(内)5636 担当 釘宮

●求人先：海老原総合病院

所 在 地：高鍋町大字上江 207

採用条件：臨床検査技師 正社員 １名

勤務時間：（交替制）8：00 ～ 17：00

8：30 ～ 17：30

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0983-23-1111


